◆お仕事情報◆

季節の話題
「きさらぎ」
という名前の由来には諸説あります。2月は
【2月の異名】ぽかぽか陽気になって薄着になったかと思えば、
寒さが

きさ ら ぎ

如月

ぶり返し、一度脱いだ着物をさらに着直すので「衣」
を
「更」
に重ね
「着」するから
「衣更着（きさらぎ）」
になったと
いう一説や、
「生更ぎ
（きさらぎ）」
からきており、寒い冬か
ら春に向かって草木が生き返り、新しい芽を吹くことを
意味する言葉という説もあります。
せつぶん

【2月3日：節分】
立春の前の日にあたります。本来、節分というのは立
春・立夏・立秋・立冬の前の日のことを指します。
旧暦で
は立春の頃が一年の始めとされ、最も重要視されてい
た為、一般的に立春の前日を節分と示すようになりまし
た。立春を新年とすると、節分は大晦日にあたります。
そ
のため現在でも節分のことを
「年越し」
という地方もあります。
節分は
「厄を祓（はら）
う日」
と考えられ、昔から魔除け・厄除け・無病息災など
を願う行事が行われてきました。豆まきが終わったら、
自分の歳より1つ多く豆
を食べます。
旧暦では節分は大晦日にあたり、年が明ければひとつ歳をとるの
で1つ多く食べるそうです。豆を食べると、体が丈夫になり、風邪を引かないと
いう言い伝えがあります。
りっしゅん

【2月4日：立春】

立春大吉

「寒さがあけて春に入る日」
いわば春の初日です。
立春の初日に禅寺では
「立春大吉」
と大書した紙を門に貼
る、
という習慣があります。意味は
「謹賀新年」に近いようで
すが、
この文字は縦書きにした場合、左右対称になるため
に、
この立春からの一年間に災難などに合わないよという
厄払いのようなものです。民家などでも、おまじないとして、
「立春大吉」の文字を墨で半紙や和紙に書き、立春の日に
柱などに貼っておくという方法もあるようです。

【富士市中里※ピアゴ近く】

医療用医薬品の目視検査・包装〈若干名募集中！！〉

★入社日・勤務期間はご相談下さい！工場未
経験の男女、活躍中！細かい作業が得意な方
大歓迎♪主婦・フリーターの方も大歓迎★

★製造未経験の女性活躍中！20˜30代の方
が多い職場。小さいお子様がいても働きや
すい環境です(^̲^)。土日祝完全休みで、残業
もほぼありません♪職場見学OK！★

仕事内容/小さな電子部品を製造する為
の小型産業機械を組立る仕事です。
ネジ締め・部品取り付け・配線などの細
かい作業が中心です。
時給/1,000円〜1,100円
時間/ 8:00〜17:00※応相談！(休憩60分)
休日/土日 ※他会社カレンダーによる
資格/特になし。工場未経験の方もOK
待遇/制服貸与、無料駐車場あり、車・
バイク・自転車通勤OK

【富士市蓼原※富士駅から車で5分】

アイ・ネクスト プライバシーマーク取得！
アイ・ブロードのグループ会社㈱アイ・ネクストが
プライバシーマークを取得しました。
ご存知の方も多いと思いますが、改めて…
プライバシーマーク制度とは、事業者が個人情報の取扱いを
適切に行う体制等を整備していることを認定し、その証として
プライバシーマーク の使用を認める制度です。

パソコンのちょっとした
困った はありませんか？
アイ・ネクストはお客様・従業員な
ど、業務上知り得る一切の個人情
報を大切にお預かりしています。

安心してお仕事を 相談は
お任せください！ 無料♪
まずはお気軽にご連絡ください！【お問合せ：0545-52-6856】

アイ・ブロードも
プライバシーマーク取得済みです

仕事内容/大手医薬品メーカーのクリーンルームにて、
不良品の選別や、製品を小さい箱に詰める作業
時給/ 1,200円〜
時間/8:00〜16:50(休憩60分)
休日/土日祝、他年末年始、夏季休暇連休あり
資格/普通自動車免許(通勤の為)
待遇/社会保険完備、交通費補助あり、
無料駐車場あり、制服貸与

自動車部品の製造

★研修やサポートがあり安心♪未経験でも
大丈夫。キレイな職場です。長期大歓迎！★

◆急募◆20代から50代の男女活躍中！！
元気があれば60代の方でもOK。◎扶養内
でのパート勤務もOK♪★

仕事内容/①製造や梱包、検査＊【大量採
用実施中】20代から50代の女性活躍中！！
お友達同士の応募もOK！働くママも多数♡
②原料の計量や機械の洗浄作業。
＊【急募20代から50代の男性活躍中！！】
時給/1,000円
時間/8:30〜17:30（休憩80分）
休日/土日祝、年末年始、夏季休暇
※会社カレンダーによる
待遇/無料駐車場あり、交通費規定支給、
社会保険完備 ①②お好きな方をお選びください！

月2,000円程度いただきます ※制服は購入（弊社が半分負担します！）

【沼津市東間門】
①設備管理・営繕業務
②金属の加工・仕上業務 ③鈑金の受入
★男女活躍中のかんたんなお仕事♪未経験
〜経験者まで幅広く活躍中♪★

仕事内容/①配電盤や制御盤の組立（部品の取付、配
線接続）②CADを使用した設計事務 ③配線接続作業
時給/①③時給1,150円以上
②1,350〜1,500以上
時間/8：10〜16：45（休憩あり）
休日/土日祝、GW、夏季休暇、年末年始
※他会社カレンダーによる
待遇/車通勤OK、交通費規定支給、社会
保険完備、作業服貸与

仕事内容/①設備の管理・修理等手配作業
②金属の洗浄・研磨作業等
③板金部品の受入作業
時給/ 1,150円〜1,200円以上
時間/8:10〜16:45
（休憩あり）
休日/土日祝、GW、夏季休暇、年末年始
※他会社カレンダーあり
待遇/車通勤OK、交通費規定支給、社会
保険完備、作業服貸与
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【御殿場市神場※御殿場線 富士岡駅より車で10分】

小型金属部品の簡単な検査業務

簡単な電子部品の組立・検査

★派遣社員の人数多数！製造未経験の方で
も活躍できるお仕事♪20代〜50代前半ま
での女性が多く活躍中！毎週水曜日はノー
残業デー★

★20代〜40代の男女活躍中！！製造未経験
の方・派遣が初めての方でも安心して働け
ます＊空調完備のキレイな職場。当社スタッ
フも多数在籍中の大手企業です！★

仕事内容/自動車や生活用品に使われる小型金属部品の 仕事内容/電子部品を製造装置へのセットや、製品の外観をチェ
簡単な検査。目視や拡大鏡を使ってキズや汚れがないか ックする作業、電線を手作業で製造をするなどのお仕事がメインです。
のチェックをするお仕事。＊未経験から始めた当社スタフ ＊基本、機械にセットするお仕事なので、未経験でも安心♪
時給/1,200円〜1,250円
の方も多く、初めての方でも十分活躍できます！
時間/①8:10〜17:00（休憩60分）②16:55〜翌1:30(休憩45分)
時給/1,000円〜1,050円
（実働7時間50分）
※2交替勤務。夜勤専属のご希望もお気軽にご相談ください！
時間/8:00〜17:00
（休憩60分）
休日/土日祝 ※他会社カレンダーによる（年間休日122日） 休日/土日祝(会社カレンダーによる)
※年間休日124日（H29年度実績）
待遇/社会保険兼備、制服貸与、お弁当注 待遇/車通勤OK・交通費規定支給・社会
文可、無料駐車場あり、車通勤OK
保険完備・制服貸与・ロッカー、食堂あり

お問い合わせは アイ・ブロード

〜いちごいちえ〜

仕事内容/自動車部品の簡単な組立や検査。
＊製造経験があれば年齢やスキルは問いません。
時給/950円〜
時間/8:00〜17:00
※パート勤務/9：00〜15：00または9:00〜16：00もご相談可。
休日/土日、年末年始、GW、夏季休暇一週間程度あり
※月に2回程度土曜出勤あり
資格/製造未経験の方も大歓迎！
待遇/交通費規定支給、社会保険完備 ※車通勤の方は駐車場代を

★簡単な組立・設計作業募集！！安定して働
ける！未経験者でも丁寧な指導で働けます♪
大手企業での勤務で安心♪★

【裾野市千福】◆急募◆

一語一得

【沼津市原※原駅から車で5分、徒歩15分】

健康食品やソフトカプセルの①製造②洗浄作業

①簡単な組立作業 ②設計作業 ③配線接続作業

「空から降るものが雪から雨に変わり、氷が溶けて水になる」
という意味が
あります。草木が芽生える頃で、昔から、農耕の準備を始める目安とされてき
ました。春一番が吹くのもこの頃です。
しかし本格的な春の訪れにはまだ遠く、
大雪が降ったりもします。三寒四温を繰り返しながら、春に向かっていきます。

【富士宮市外神※花の湯から車で10分】

小型産業機械の組み立て

【沼津市東間門】

う す い

【2月19日：雨水】

〜Job Information〜

0120-516-856

東名グループ
東名電機㈱ ㈱アイ・ブロード ㈱富岳テック
㈱ティーアイビー 富士山ソーラー㈱ ㈱アイ・ネクスト
株 式会社アイ・ブロード

今泉事業所

〒417- 0001
静岡県富士市今泉339-1
TEL：0545 - 30 - 6116
FAX：0545 - 30 - 6117

http://www.i-broad.co.jp
本社

〒417- 0001
静岡県富士市今泉1774 -1
（東名電機株式会社内）

0120 - 516 - 856

東名電機&アイ・ブロード共同開催 1DAYセミナー
1月27日に

紙バンドセミナー

を行いました。
2月のバレンタインデー目前!!ということ
で、バレンタインのギフトBOXにもオスス
メのハートの小物入れをつくりました！

2018年度 全社員総会

1月13日にチーム・アイの社員総会を行いました。
昨年1年を振り返りながら、今年1年についてみん
なで思いを一つにしました。

新入社員教育について
今年度の新入社員教育についての報告と、来年度
の方針について発表がありました。

社員旅行

代表取締役・専務挨拶

紙でありながら頑丈で耐久性に優れている紙バ
ンド。世間でも注目されていますね！
今回は香西成都さんに教えていただきました♪
★9色から好きな色を組み合わせて、個性あふ
れるものができあがりました★

各部門目標発表
1 0 名 の 部 門 代 表 者 が 、部 門
紹介と、今年の目標を決意表
明しました。

昨年11月に行った社員旅行についての報告。楽しかっ
た思い出が甦りました！ 昨年参加できなかった方も、
ぜひ今年のご参加をお待ちしています★

個人情報保護教育・テスト
プライバシーマークを取得しているので、年1回教
育を受けた後、テストを実施し従業員の個人情報の
取り扱いに対する意識を高めています。

ストレス
チェック

部門ごとの
シェアタイム
今回はお子さんの参加が
多く、一段と賑やかな楽しい
セミナーになりました♡
自分用に作る人、誰かへの
プレゼント用に作る人…そ
れぞれの想いを込めながら
丁寧に仕上げました。

メンタルヘルス・トータルサービス元気の
種 代表の服部織江さんにお話ししていた
だき、それぞれストレスチェックの診断をし
ていただきました。

新メンバー紹介

昨年の後半から、人財ビジネス事業部とティー
アイビーに新たなメンバーが加わりました！

内定者紹介

「働くママのワーク&ライフ」
は
隔月で計6回掲載されます。
次回は3/25発行の4月号！
次号もお楽しみに！

満員御礼！

お仕事情報も掲載中！

バックナンバーはぶらりっと。
さんの公式サイトから見ることができます！

最近力を入れている新卒採
用、教育の仕組みを頑張っ
て作ってくれました。
また、資格の取得を頑張って
くれました。

後輩に伝えていく為には
自分も成長していかなく
てはいけない。
教育の仕
組みが何もないところか
ら進めていましたが、皆
さんの支えがあってでき
たことです。
ありがとうご
ざいました。

1

級︶

http://www.burarit.com/index.html#burarit

品質保証部 吉川 俊さん
表彰されると思っていませんでした。
今後も週報に関しても頑張りたいです。
︵秘書検定準

焼いたクッキーの表 面を、お砂 糖や卵白を着 色してデコレー
ションしたクッキー。半日〜１日かけてしっかり乾燥すれば表面が
カッチリ固まり、持ち運びにも便利♪お名前入りのウェディングの
プチギフトや、出産内祝いなどにぴったりな華やかな見た目から、
根強い人気があります。

毎月４万 部 以 上を発 行し
ている、ぶらりっと。お店な
どに設 置されている所で
は、すぐに在庫がなくなっ
てしまうほどの大人気マガ
ジン！！

人財ビジネス
事業部
土屋 友美さん

社長賞

★アイシングクッキーとは？★

祝!! W受賞

資格取得

大好評につき、
申込を締め切らせて
いただきました。
3月以降のセミナーも
お楽しみに♪

㈱ティーアイビー
久保田 和寿さん
社長賞は初めてです。
今まで通り真面目に頑張ってやっ
ていきたいです。

設備事業部 永井 三智さん
所属している事業部が今大変な時期
なので、今いる少ないメンバーで頑
張っていきたいです。

提出している
週報への評価
による表彰

毎回大好評につき第3弾♪
食べて美味しい、飾って可愛い♪
バレンタイン仕様のキュートな
クッキーへのアイシング体験

５

社長賞

「働くママの一日」
に密着したこちらの企画。
２月号はアイ・ブロードのグルー
プ会社である東名電機㈱で働いている方を特集してもらいました。今回は結
婚前から働いている会社で産休をとり、職場へ復帰されたママさん。子ども
が生まれたことで変わった自分自身や周りとの関係性や様々な工夫、子育て
と仕事の両立のコツも聞かせてもらいました♪

アイシングクッキー教室

日時：2月10日(土) 10時〜11時
場所：東名電機㈱京セラソーラーFC富士
（富士市原田621-1）
費用：500円
定員：先着15名様
持ち物：エプロン(汚れが気になる方)
★クッキーを2枚デコレーション♪
★小さなお子様も大歓迎！
★キッズスペースもあります♪

富士市の新聞販売店、雨森新聞舗さん内にあるネクストインフォ/ぶらりっ
と。編集部さんが創る、 地元を好きになる地域密着マガジン
「ぶらりっと。」
にて、アイ・ブロードの記事vol.2が掲載されました

請 負 現 場 で 責 任 を 持っ
て働いてくれた 人 ︒ムー
ド メ ー カ ー とし て も 頑
張ってくれました︒

２月の１DAY セミナーは…

各種表彰

ぶらりっと。
２月号にて記事を掲載！

年勤務︶

好きな色を選べるのはもちろん、持ち手をつけるかどうか、
長さはどのくらいにするのか…アイディア満載で見ているだ
けでとてもワクワクしました♪

︵

■□
■□働くママのワーク&ライフ□■
□■

永年勤続

今年の4月から入社する4名。
一緒に働けるのがさらに楽し
みになりました♪

社長秘書業務を行う中
で、
スキルアップした方
が良いと感じ、
持ってい
た秘書検定の1つ上の
級を受けました。
来年も
表彰されるように、
今年
も資格取得に向けて頑
張りたいです。

